ICTの力で、医療現場を、
そして日本全体を変える

特集 2
医師不足、看護師不足が叫ばれてすでに長い年月がたちますが、人手不足は一向に改善していませ
ん。それどころか、医療を必要とする人は年々増えています。
1947～1949年生まれのいわゆる「団塊の世代」が後期高齢者（75歳）の年齢に達する2025年
には、75歳以上の人口は約2,200万人にまでなり、 4 人に 1 人が75歳以上になります。このままで
は医療業界の人手不足はさらに深刻さを増すばかりです。
そんななか、ICT （情報通信技術）によって、人手不足と高齢者の増加に対応しようとする動きが
生まれています。その 1 つが奈良県立医科大学です。
同大学では「MBT：医学を基礎とするまちづくり」を掲げ、その一環として、ICTによって地域を
見守る体制を構築しようとしています。
ICTによる見守りによって、医療現場はどのように変わるのでしょうか。
医療現場、そして日本全体を変えようとする奈良県立医科大学MBT研究所の梅田智広教授が、そ
の可能性を熱く語ります。

地域の患者さん、若者、自治体もICTでつなげたい
奈良県立医科大学MBT研究所 研究教授
MBTリンク株式会社 社長

梅田智広

聞き手：
『看護のチカラ』編集部
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自宅で療養したいのに
最期は病院で迎える現実
梅田

療養に関する希望

突然ですが、図 1 を見てください。これは国

が調査した在宅医療に関する調査ですが、これによ
ると、自宅で療養したいと考えている人は、
「自宅
で療養」
「必要になれば医療機関等」を合わせて
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自宅で介護してほしい
子どもの家で介護してほしい
親族の家で介護してほしい
介護老人福祉施設に入所したい
介護老人保健施設を利用したい
病院などの医療機関に入院したい
民間有料老人ホーム等を利用したい
その他

出典：内閣府
「高齢者の健康に関する意識調査
（平成19年度）
」

なく、自宅で療養したいと望んでいることです。

60％以上にもなります。真ん中の四角に囲まれた部
編集部

分がそれです。
また図 2 は、要介護状態になったときにどこで介

たしかにそうですね。しかし、実際に自宅

で療養する人はそれほど多くないですよね。
はい、そのとおりです。図 3 はどこで最期を

護されたいのかを調べたものですが、41.7％もの人

梅田

が「自宅で介護してほしい」と回答しています。こ

迎えているのかを調べたものですが、実際は多くの

のことからわかるのは、多くの人が病院や施設では

人が病院で亡くなっています。自宅で最期を迎えた

図1

終末期の療養場所に関する希望
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なるべく今まで通った（または現在入院中の）医療機関に入院したい
なるべく早く緩和ケア病棟に入院したい
自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい
自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい
自宅で最後まで療養したい
専門的医療機関（がんセンターなど）で積極的に治療が受けたい
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出典：厚生労働省「終末期医療に関する調査（各年）」

2021. 3. 1（No. 552）

自宅と医療機関で死亡する割合

（％）
100
90
自宅で死亡
80
する者の割合
70
60
50
40
30
20
医療機関で死亡
する者の割合
10
0
26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 2 5 8 11 14
（昭和・年）
（平成・年）

出典：厚生労働省「人口動態統計」

いにもかかわらず、その願いがかなえられていない

約20万人も増えています。それにもかかわらず人手

のが現状なのです。

不足なのは、医療を必要としている人が急増してい

原因は慢性的な人手不足と
増え続ける高齢者
編集部

218万人でしたが、2019年は641万人と 3 倍近くも増
えています。

病院で最期を迎えざるを得ないのは、どん
編集部

な理由からでしょうか。
梅田

るからです。2000年の要支援・要介護認定者数は

1 つは慢性的な人材不足です。たとえば図 4

梅田

すごい勢いですね。
看護師を増やしているものの、それ以上に医

をみてください。これは看護師の有効求人倍率を示

療を必要とする人たちが増えているために、人手不

したものですが、2019（令和元）年は職業全体の有

足に陥っているといえます。

効求人倍率は1.42倍でしたが、看護師等は2.46倍も
あり、
看護師が圧倒的に人手不足なのがわかります。

また、在宅医療が進まないのにはもう 1 つの要因
があります。

ただし、看護師の数自体は減っているわけではな
く、図 5 にもあるように、2012年から2018年の間で

編集部
梅田

なんでしょうか？

図4

3

策研究機構の「在宅医療の提供と連携に関する実態
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そのためか、2014年時点で訪問診療を行っている
のは、診療所で22.4％、病院では1.7％でしかなく、
2005年と比べると、診療所で3.5％、病院に至って
は0.1％増加しているにすぎません。
そして注目しなければならないことは、これから
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出典：政府統計e-Stat 一般職業紹介状況『職業安定業務
統計』

図5

調査（2009年）」によると、70％以上もの医師が24
時間体制に負担を感じると回答しています。
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医師の負担の大きさです。日本医師会総合政

1,015,744

2060年には1.2人が 1 人の高齢者を支えなければな
深刻さを増してくるはずです。
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2.6人 が 1 人 の 高 齢 者 を 支 え れ ば よ か っ た の が、
りません（図 6 ）。人手不足の状況は今後ますます

就業看護師数の推移

1,086,779

高齢者はどんどん増えていくことです。2010年には

1,149,397

1,218,606

このような状況を打破する方法の 1 つとなり得る
のが、ICT（情報通信技術）だと考えています。

750,000

医科大学が取り組むICT化は
「医学を基礎とした工学」が原点
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出典：厚生労働省
「平成30年衛生行政報告例(就業医療関係者)
の結果」

奈良県立医科大学はその名のとおり「医科

大学」ですが、それがなぜMBTに取り組むことに
なったのですか？
梅田

当大学の細井裕司理事長・学長が、工学が医

看護のチカラ
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図6

人口ピラミッドの推移 （1990～2060年）

開発したい場合、企業だけではボタンの色が何色が
最適なのかわりません。そこで医師などが医学的な
見地から最適な色をアドバイスするといった具合です。
2016年 1 月に、当大学がある橿原市で「MBTコ
ンソーシアム研究会設立記念シンポジウム」を開催
したところ、全国の企業293社、536人もの人が集ま
り、大変な熱気に包まれました（写真）
。
そして、MBTのもう 1 つの目的が、
「少子高齢社

出典：総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・
人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年 1 月
推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月 1 日現在
人口）

会を快適にするモデルの構築」です。
先にお伝えしたように、少子高齢社会になると、
高齢者が増えるにもかかわらず、それを支える下の
世代がいないので、少ない人数で高齢者をみる必要

学に貢献してCTやMRIを開発していますが、その

があります。しかし、人手が足りないのでほかの手

逆の、「医学が工学に貢献できないか」と考えたこ

段で見守りを考えるしかありません。そこで、ICT

とから始まりました。

を使って地域を見守るシステムを構築しようと考え

そこで、MBE （Medicine-based Engineering）、

ました。

すなわち「医学を基礎とした工学」という考え方を

まずは地元で実証実験
手遅れになる前に知らせたい

打ち出し、医学の叡智を産業に活かそうと動き出し
ました。
2006年にハウスメーカーとタッグを組んで、奈良

編集部 「地域を見守るシステム」とは、具体的に

県立医科大学内で「住居医学」という講座をスター

はどんなイメージだったのですか。

トさせ、住環境と循環器系や脳血管系への影響、さ

梅田

らに睡眠への影響など、医学的見地から健康的な住

です。病気になってから病院に来るのでは手遅れに

まいを検証、考察してきました。

なることもあるため、できるだけ早く異常を察知し

補聴器メーカーとも組み、世界で初めてとなる軟
骨伝導の補聴器開発にも取り組みました（2017年に

高齢化で問題になるのは、高齢者の健康問題

て早めに病院に連れて行くことができるシステムを
めざしました。

実用化）。このような流れのなかで生まれたのが
MBT
（Medicine-based Town：医学を基礎とするま
ちづくり）です。
編集部

どのようなことを目標にスタートしたので

すか？
梅田

1 つは「産業の創生」です。医師、看護師、

研究者、企業でチームを組み、新たに開発する製品
について、医学的見地からサポートしていくという
ものです。
たとえば、白内障の人向けに通報ボタンの商品を
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写真

MBTコンソーシアム研究会設立記念シンポジウム

まず始めたのは、温度、気圧、照度などを測定で

をすることもできるわけです。

きる小型軽量の環境センサと、人の動きや安静時の

バイタルと環境データを自動計測し
コンピュータで分析して通知

呼吸をモニタリングするセンサを家のなかに設置す
ることでした。将来的にはそのデータをコンピュー
タで収集して、問題がある場合には駆けつけ対応を

編集部 MBTはその後、どのように進化していっ

考えています。

たのでしょうか。

たとえば、いつも22時には消灯する高齢者が、照

梅田

2018年10月に大学発のベンチャー企業とな

度センサによって23時、 0 時になっても照明が点い

り、「地域を見守る」ための数々のデバイス（機器）

ていること、加えて体勢変化や呼吸数の変化傾向が

の開発などに関与してきました（表）
。

わかったら、部屋で倒れていたり意識を失ったりし

その 1 つが心拍数と歩数が計測できる「MBTス

ている可能性があります。そうした情報をいち早く

マートウォッチ（以下、スマートウォッチ）」です。

キャッチできれば、すぐに駆けつけられます。

これは心拍数と歩数が計測できるものです。もう 1
つは「環境センサ」です。温度・湿度、気圧・UV（紫

編集部

たしかにそうですね。異常がすぐにキャッ

外線）、照度・騒音、不快指数、WBGT（暑さ指数）

チできないからこそ手遅れになってしまうわけです

が測定できる環境センサと組み合わせ、合計で10種

から、
異常がすぐにわかれば迅速に対応できますね。

類以上ものデータを自動計測し、これによって、そ

梅田

の人の身体状態と外部の環境状態・変化傾向の把握

そうなんです。各住居の温度などのデータや

個々の生体情報（バイタルサイン）の変化傾向が、

ができるようにしました。

「いつものデータ」と違うことがコンピュータで判
断できればいいわけです。
開発にあたり実証実験も行っています。当大学か

表

MBT研究所が開発 ・ 取り扱うもの

MBTスマートウォッチ

心拍数、歩数を測定。メッ
セージ受信機能もある
（メッセージ受信時は振動
により知らせる）

環境センサ

温度・湿度、気圧・UV（紫
外線）、照度・騒音、不快
指数、WBGT （暑さ指数）
を測定

MBTリンクパーソナル

上記 2 つのデータを取得し
解析して即時判定し、「し
き い 値」 を 超 え た 場 合 に
MBTスマートウォッチな
どで本人に通知

MBTリンクマップ

利用者の位置情報、移動軌
跡を表示。利用者の健康状
態を 5 段階で表示

MBTバイタル（オプショ
ン）

血圧、体重、体温の測定結
果を個体認証データととも
に送信。異常値を検知した
ら管理者に通知

ら徒歩で10分ほどのところにある江戸時代の古い
家々が500棟も並び、観光地にもなっている今井町
の方々に協力してもらい、レーザーセンサと温度セ
ンサなどを取りつけました。ビーコンという装置も
使って住居内の環境だけでなく、住居外のデータも
採取し、さらにウェアラブル（装着・着用できる）
センサを活用して心拍や体表温などのバイタル情報
も取れるようにしました。
この実証実験を継続してわかったのは、環境変化
（とくに気圧）が身体に影響を与えていることでし
た。喘息やリウマチ、頭痛などは気圧の変化を受け
やすいといわれますが、実際に影響を受けているこ
とがわかりました。
外の環境と身体への影響がわかるようになると、
「明日は気圧が低いから、喘息に気をつけてくださ
い」という情報を流すこともでき、事前に注意喚起

看護のチカラ
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そして、リアルタイムに取得したそのデータを、

図 ７ 、 ８ のようになります。たとえば、普段の心拍

「MBTリンクパーソナル」というコンピュータに

数が60～100/分の人が、120、130となったら明らか

アップして、最新データを解析します。あらかじめ

に普段と傾向が異なるわけですから、そうした場合

利用者個人に合わせた「しきい値」を設定しておけ

にアラートやアドバイスを通知します。

ば、普段と異なる状態になった場合に素早く本人や

知らせる方法は、利用者が腕にしているスマート

管理者、グループメンバーにアラートやアドバイス

ウォッチのメッセージ受信機能のほか、SNS（LINE）

などを知らせることができます。全体のイメージは

と連携させて、グループ連携したメンバーへ一斉送

図７

MBTスマートウォッチを使ったイメージ

図８

データ表示例
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信もできます。

ても大切だと感じていたんです。

また、
「MBTリンクマップ」というのもあります
（図 ９ ）。これは、利用者の位置情報や移動軌跡が

編集部 スマートウォッチでは「歩数」が計測でき

表示できるもので、なおかつ利用者の健康状態が、

るようにしていますが、
どのような理由からですか？

「安全」
「注意」
「警戒」
「厳重警戒」
「危険」の 5 段

梅田

階で表示され、事前に注意喚起を促すことができま

時代になり、70歳まで働く時代です。そのような時

す。特定のエリア内で全体の状況が把握でき、気温

代では、寝たきりではなくいかに健康に過ごすかが

情報など危険度が高い場所をマークで知らせること

重要になります。その具体的な方法として注目して

ができるので、管理者にとっても全体の状況把握が

いるのが「歩くこと」と「筋肉をつけること」です。

容易になります。

理想はジムに通って筋トレを行うことですが、仕事

高齢化によって、定年後に20～30年も生きる

が忙しいとなかなかそのような時間も取れません。
編集部

バイタルのデータだけを吸い上げて利用者

に知らせるだけでなく、外部環境までも吸い上げて
いる点が面白いですね。
梅田

しかし、通勤で自宅とオフィスを往復する間に、必
ず歩くシーンがあるはずです。そこに着目しました。
歩くことで太ももの前の部分である大腿四頭筋が

私は以前、インフルエンザの早期予兆判断の

鍛えられ、それが寝たきり防止に効果があるといわ

研究をしていたのですが、インフルエンザは気象状

れています。また、筋肉を使うことで骨密度維持・

況に大きな影響を受けることを痛感していました。

上昇も期待でき、骨粗鬆症予防にもなります。

そのため、バイタルだけでなく、周辺の環境データ

さらに、運動直後の骨格筋からサイトカインが生

も吸い上げて、 2 つをクロスして評価することがと

成されることも確認されており、脳への刺激にもな

図９

MBTリンクマップイメージ

看護のチカラ
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ります。歩数を意識すれば、必然的に歩くようにな
り健康にもつながるはずです。
一方で、あまりに暑いときに歩くと熱中症になる
危険があります。バイタルサインデータのほかに環

ICT活用で
医療現場はこう変わる！

境データも加えることで、コンピュータが「これ以

職員、患者さん向けの
熱中症の対策として

上の急な動きは注意」と判断したときには、スマー
トウォッチなどを通じてアラートを出せるようにし
ました。

編集部 読者さんにとって最も興味があるのは、
ICTを活用することによって、医療現場がどのよう

閑話休題
5GとIotで何が変わるの？
5Gは通信規格の一種で、その特徴は「大量のデータ
を一瞬にして、多くの人に同時に送ることができること」
です。IoTとは、人やモノにセンサなどをつけて、心拍
数や血圧、温度などさまざまなデータをインターネット
で飛ばすことです。
5GとIoTによって、医療・看護の現場は次のように変
わるといわれています。

①遠隔医療の進歩

遠隔地の術中の様子をリアルタイムでつなげることが
でき、熟練医師が術中の画像をリアルタイムで見ながら
アドバイスができる。

②正確な診断

高精細な画像を瞬時に送信できることで、専門医によ
る診断を受けることができる。

③救急車への医師の指示

救急搬送される患者さんの様子を病院の医師に瞬時に
送ることで、救急隊員に指示が出せる。

④患者の情報がすぐわかる

・IoTによって患者さんの寝返りの有無がわかり、事前
に体位変換ができ褥瘡が防止できる。
・患者さんがベッド上にいながらにしてバイタルが把握
でき、異常があればAI
（人工知能）が判断して、看護
師にアラートが鳴るようになる。その結果として、病
室の巡回などが最小限で済み、看護師の負担が大きく
減る。

に変わるのかだと思いますが、どういった活用方法
が考えられるでしょうか。
梅田

まず 1 つは、先にも少し触れたように「熱中

症対策」として有用だということです。
地球温暖化によって熱中症は年々増えており、
2000年の死者数は207人でしたが、2018年は1,581人、
2019年も1,224人と 6 ～ 8 倍ほどにもなっており（図
10）
、この対策に使えるはずです。
2018年にはある企業と組んで実証実験を行い、建
設現場での作業員向けの熱中症予防のために、心拍
センサや環境センサによって、作業員の状態と外気
温や湿度などのデータをコンピュータに送って状態
を把握し、熱中症の危険度を解析しました。ちなみ
にコンピュータには、性別や年齢や地域も入れて、

図10

熱中症の死者数の推移
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出典：厚生労働省「人口動態調査」
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より精度を高めました。
熱中症になる危険性が高いと評価アルゴリズムを
実装したコンピュータが判断したら、作業員本人に
スマートウォッチへの表示や振動によって伝えま
す。さらに、タブレットを持ち歩いている現場管理
者にも知らせることで、仮に作業員が熱中症で意識
がはっきりしない状態であっても、管理者が気づけ
るようにしました。
この方法は、病院や訪問看護ステーションなどで

図11
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ると、常に動き回っている看護師さんにとっては暑
また、都市部の訪問看護ステーションの看護師さ

139

63

ないと聞きます。また、夏場は室温を28℃にするこ

く、熱中症になりやすくなります。

155

93

50

も職員向けに使えるはずです。
病院では忙しくて看護師さんが水分を摂る時間も

世代別の熱中症による死亡者数

（人）
250

きます。家族が駆けつけたり、家族が近くにいない
場合は、医療職が駆けつけることもできるはずです。

んたちは、夏場でも自転車で移動することが多く、

退院後をICTが見守り
安心して自宅へと戻す

移動中に暑さによって熱中症になりやすくなりま
す。こうしたときに、スマートウォッチなどを各看
護師さんにつけておくことで、熱中症になりそうな

編集部 熱中症以外で、ICTで医療現場が変わるも

ときに事前に看護師さん本人に注意喚起することが

のとでして、どんなものがありますか。

でき、熱中症を防げると考えています。もちろん、

梅田

病院や訪問看護ステーションの管理者にも知らせる

ます。

ことができるので、
「警戒」
「厳重警戒」
「危険」な

最も大きいのは「退院後の見守り」だと思い

現在、国は 2 週間で退院することを推奨しており、

どのレベルに達した看護師さんに対して、管理者か

2 週間を超える入院の場合は、病院に利益があまり

ら直接連絡を取って水分摂取や休憩を促すといった

残らないようになっています。そのため、病院側も

ことも可能になります。

やむを得ず 2 週間を超えると退院を促すことが増え
ています。

編集部
梅田

患者さんにも使えるのでしょうか。

また、病院のベッド数も無限にあるわけではあり

もちろん使えます。高齢者は節電を意識し過

ません。いつまでも患者さんを入院させていたら、

ぎたり、操作がわかりにくいなどでそもそもあまり

新しい患者さんを受け入れることができません。と

冷房を使いたがらず、それでいて暑さに鈍感になっ

くに、重症の患者さんが来ているにもかかわらず、

ていることから、熱中症になりやすくなっています

ベッドが埋まっていたのでは、医療を最も必要とし

（図11）。高齢者の心拍数などの身体の状態はもち

ている人に医療を提供できません。そのため、でき

ろん、室温や部屋の湿度があまりに高い場合は、本

るだけ早期に退院させる必要があります。

人にメールや振動で知らせたり、家族や病院、さら

しかし、以前の元気な姿を知っている家族からす

には訪問看護ステーションなどに知らせることもで

ると、「元気になるまで入院していてほしい」「もう

看護のチカラ
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退院させるのか」といった声が多く出ます。実際、

編集部

在宅に戻ったときに、かかりつけ医への引き継ぎが

「医療職に代わって、センサやコンピュータが患者

うまくいかなかったり時間がかかってしまうなどし

さんを見守る」ということなんですね。

てADLが低下してしまい、生活が困難になってし

梅田

まう事例もあります。こうした事態を防ぐための手

て、食べ物をつくるときも薪をくべたりと、家事だ

段の 1 つがICTです。

けで大変な重労働でした。それが洗濯機や電子レン

医療現場でICTを活用するということは、

主婦の人たちは、昔は手洗いで洗濯をしてい

ジなどを上手に活用することで、家事労働の時間が
編集部

退院後の支援としてICTでどういったこと

大きく減りました。その分、家族との時間を増やす

が可能なのでしょうか。

ことができたり、仕事に出ることができるように

梅田

なったり、趣味に時間を割くことができるように

先ほど紹介した建設現場での熱中症対策で

は、現場監督や班長がタブレットをもって現場の作

なったと思います。

業員の状態を管理していました。この現場監督や班

これと同じように、病院などでも患者さんの見守

長の役割を病院や訪問看護ステーションが担うので

りの一部をICTに委ねることで、医療職の人手不足

す。

を補うだけでなく、より専門的な医療に専念できた

患者さんの退院後に、患者さんにスマートウォッ
チやウェアラブルセンサをつけ、環境センサもそば

り、医療職の人たちの仕事の負担が減り、勤務時間
の減少につながるかもしません。

に置いてもらいます。
そして、
病院や訪問看護ステー

救急医療の現場では、軽症の患者さんを多く受け

ションはタブレットなどで患者さんの状態をリアル

入れてしまうために、最も医療を必要とする重症の

タイムで可視化できるようにします。

患者さんをみることができなという声を数多く聞き

そして、患者さんに何か異変があったときには、

ます。将来、ICTがさらに進化すれば、ICTを活用

訪問看護などで外に出ている一番近くにいる看護師

することで、軽症の患者さんはICTが見守り、医療

さんなどに知らせて駆けつけてもらうということが

従事者は重症患者さんを集中的にみるということも

できます。看護師さんにもスマートウォッチをつけ

可能になるかもしれません。

ておけば、看護師さんが今どこにいるのかがわかる

医療従事者がより専門的な医療知識を活かして社

ので、ピンポイントで患者さんの一番近くにいる看

会貢献するためにも、ICTの導入は欠かせないと

護師さんに連絡することが可能になります。

思っています。

病院内ではナースコールによって看護師さんが駆
けつけますが、院外であってもナースコールのよう
に看護師さんが駆けつけることができるわけです。
この体制によって、病院は安心して自宅に戻せるこ
とができ、本人も家族も自宅に戻っても安心するこ
とができます。
患者さんを安心して自宅に戻せるようになれば病
院の経営も安定します。結果として、その地域の医
療の砦を保つことができます。さらに、人手不足の
なか、職員数を増やすことなく今までよりも多くの
患者さんを見守ることができます。
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ICTで
日本の未来を変える
地域全体を見守るために
自治体とタッグを組む
編集部

新型コロナウイルス感染症に対して、ICT

ありませんが、自律神経系活動値の変動が大きい場
合に通知されるので、客観的にみて、いつもの状態
とは異なる傾向にあることは通知できます。
現在、オンライン診療と「MBTリンクパーソナル」
を連携することも考えており、これが実現すれば、リ
スクが高い人を診療へつなげることも可能です。
編集部 今後、ICTの活用はどのような方向を考え

の可能性としてどのようなものがあるでしょうか。

ているのでしょうか。

梅田

梅田

現在、
「コロナ計測キット」を進めていると

めざしているのは「地域全体」を見守ること

ころです。これは、データを分析する「MBTリン

です。現在、自治体と組んでおり、すでに地域全体

クパーソナル」にパルスオキシメーターをつなげ、

を見守る動きを始めています。

血圧、体温、酸素飽和濃度の管理を行うというもの
です。

兵 庫 県 三 木 市 の「緑 が 丘 地 区・ 青 山 地 区」（図
12）は、高度成長期に開発された地区で、40年以

また、心拍データを活用して周波数解析を行い、

上が経過した団地です。少子高齢者や人口減が著し

自律神経系活動値の変化とその傾向をみて、体調変

く、緑が丘地区の高齢化率は約40％と三木市のなか

化の可能性が高い場合は通知にて知らせします。

でも最も高齢化が進んでいました。そこで、健康寿

これは医療サービスではないので、診断や診療は
図12

命を延ばすことを目的に実証実験が開始されました。

兵庫県三木市の実証実験
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高齢化の問題は全国各地で起こっていることか
ら、この問題に取り組むことで、課題解決のモデル
を構築しようというねらいもありました。

住む家族に情報を共有できる仕組みをつくりました。
また沼田町は、介護保険や国保などの保険料が高
いため、それをいかに抑制するかが課題となってい

この地域の高血圧の人など80人に、脈拍、血圧、

ます。その実現のためには、健康寿命を延ばして生

温度、湿度などを収集して解析し、その結果をもと

活習慣病の発症を予防するなどして要支援・要介護

に、面談による保健指導やオンライン診療サービス

の認定率を減らさなければなりません。そのために、

を利用した保健指導、健康レシピの提供などを行い

住民からさまざまなデータを取得して、バイタルと

ました。

外気温、生活環境などの相関関係がないか、独立系

この結果、62.5％しかなかった治療継続率が、80
人中64人が治療を継続するようになり、80％にまで
アップしました。また、新たに治療を開始した住民
は、最高血圧が平均で6mmHg減りました。
その他の成果は図13のとおりですが、指導すべ

シンクタンクの北海道総合研究調査会（HIT）と共
に、町と協力しながら動いているところです。

日本全体がICTでつながり
医療費削減をもたらしたい

き住民にピンポイントで指導できたことで、こうし

編集部 MBT研究所がめざすICTの理想の姿はど

た結果になったのだと思います。つまりICTは、住

のようなものなのでしょうか。

民の状態の「スクリーニング」につながったわけで

梅田 現在、
「ペイシェントジャーニー」というこ

す。これをもっと広い地域で実施できれば、さらに

とがいわれます。患者さんが自分の病気や症状を認

数多くの住民を拾い上げることができるはずです。

識して、病院に通うなどして診断、治療と辿る道の
りのことです。

編集部 北海道でも実証実験をされているようですね。
梅田

私は患者さんにはもう 1 つの道のりがあると思い

旭川市の西46kmに位置する沼田町で行って

ます。それは「ケアオウンジャーニー」です。自分

います。ここは豪雪地帯で、高齢化率が40％を超え

の健康に自ら注意を向け、毎日体温、血圧などのバ

ており、持ち家率が高くて 1 人暮らしの高齢者世帯

イタルを測定し、必要であればかかりつけ医にか

が多い地域です。

かったり、訪問看護ステーションなどの介護保険

沼田町では健康管理のみならず、高齢者見守りも
課題だったこともあり、
住民の健康データを取得し、
それをSNSの「LINE」で共有して、札幌や東京に

サービスを受けたりする道のりのことです。
ICTはこの 2 つをつなぐ力があり、まさにハブ的
な機関になり得ると思っています（図14）。たとえ
ば、急性期病院の患者さんのデータをかかりつけ医

図13

三木市の実証実験の成果

が取得すれば、退院後の診察や観察にも有用でしょ
う。患者さんのバイタルなどの日常のデータをかか
りつけ医や訪問看護ステーション、介護老人保健施
設などが共有することもできれば、さらに細かい気
づきや指導ができるはずです。
また、宅外センサを使ってスーパーマーケットや
公共施設などで温度や湿度などのデータを取得し、
患者さんの状態とリンクさせれば、熱中症などのリ
スクを宅外にいても知らせることができます。

32

2021. 3. 1（No. 552）

図14

ペイシェントジャーナーとケアオウンジャーニー

さらに、その進化系もありうると思っています。

とで、病気になるパターンがわかり、予防医学につ
ながる可能性もあります。こうしたことが可能にな

編集部
梅田

どんなものでしょうか。
医療機関や周囲の公共機関だけでなく、自治

体や中高年や若者までつながるイメージです（図

れば、バイタルが安定している患者さんには医師が
わざわざ訪問診療せず、オンライン診療で済ますこ
ともできます。

15）
。ほかの在宅療養者や民生委員、市町村などが

そうなれば余計な医療費の削減にもつながり、大

つながって、若者や中高年でもバイタルなどに問題

きいことをいえば、日本の国家財政の負担も軽減で

があったら、自治体が保健指導して病気を未然に防

き、結果的に、国民が払う保険料や税金の負担も減

いだり、体調が悪そうな住民がいたら近くの民生委

らすことができます。

員が訪問して見守りにつなげて孤独死を防いだり

まだまだ長い道のりですが、最終的にそこまで

と、日本中のあらゆる人がつながるイメージです。

もっていけたら、これ以上の喜びはないと思います。

もちろん、
バイタルや病歴などは個人情報なので、
それらのデータは簡単に取得できないように「閉鎖

編集部

網」にする必要がありますが、データを解析するこ

ありがとうございました。

ぜひそうなってほしいですね。このたびは

看護のチカラ
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図15

医療機関、 若者、 自治体までつながるイメージ
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